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北海道 本別町立本別中学校 3年 

石村 あみさん 

 

 

この作品は北海道の鳥で力強い印象を与

えられるように描きました。 

これからも自然にふれ、絵を描きたいと思

います。 

  

 

青森県 八戸工業大学第二高等学校 2年 

佐藤 美麗さん 
 

今回描いたアオサギは羽一枚一枚を丁寧

に時間をかけて描いたので、入選できて嬉し

く思います。 

今後は今よりも作品の精度を上げて活動

に取り組みたいと思います。 

 

岩手県 北上市立南小学校 4年 

髙橋 一花さん 
 

鳥の世界ではオスの方が美しいといわれてて

びっくりしました。おしどりはオスが特にき

れいなので、羽の一本一本もいろいろな色を

使ってていねいに描きました。これからも鳥

のきれいな姿を絵にして、愛鳥週間をみんな

に知らせたいです。 
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宮城県 南三陸町立志津川中学校 2年 

西城 菜々香さん 

 

私は愛鳥週間ポスターに込めた思いが 2 つあり

ます。1つ目は野鳥の魅力や、私達人間と同じく大

自然を生き抜く者として生き物が共存していく素

晴しさを作品に表現しました。2つ目は、イヌワシ

の目が物語るメッセージを描きました。私の故郷の

南三陸町は「町鳥」が「イヌワシ」なので東日本大

震災を乗り越え復興している町を上空から見守る

イヌワシの力強い様子を里山と共に描きました。 

 

山形県 真室川町立真室川北部小学校 2年 

庄司 勇樹さん 
 

 

ぼくは、カワセミがいっしゅんで「パクッ」

と魚を食べるところがすごいと思いました。

それでカワセミが魚を食べているようすを、

自分が見ている場めんを絵にしました。 

これからもたくさんの鳥をもっとかんさ

つしていきたいです。 

 

秋田県 秋田大学教育文化学部附属中学校 3年 

舘洞 百音さん 
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茨城県 県立日立第一高等学校 2年 

菊池 咲良さん 
 

 

キジの美しさを表せるように、グラデーシ

ョンなどの色の使い方を工夫して、色鉛筆で

描きました。 

 家で飼っている鳥を始め、これからも鳥と

親しくしていきたいと思っています。 

  

 

福島県 二本松市立旭小学校 6年 

門馬 幸さん 

 

 二羽のキジバトのつがいを描いた絵ですが、こ

の絵を描いたのには理由があります。ある日、キ

ジバトが私の家のまどにぶつかって、亡くなって

しまいました。そのとむらいのために描いたので

す。私はただ絵を描くだけでなく思いをのせた絵

を、これからも描いていきたいと思います。 

栃木県 佐野市立あそ野学園義務教育学校 1年 

石橋 樹人さん 
 

ぼくは、かっこいいとりがかきたかったので、フ
クロウに決めました。フクロウは、やこうせいなの
で、よるのふんいきにすることで、さらにかっこよ
くなったとおもいます。こだわったところは、フク
ロウの目に、はんしゃする月とほし、からだのもよ
う、しっぽです。こまかいぶぶんをかくことがすき
なので、とてもたのしかったです。 
つぎは、かっこいいワシにするか、いろあざやか

なカワセミにするか、まよっています。またかくの
がいまからたのしみです。 
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新潟県 柏崎市立鯨波小学校 5年 

三上 瑚乃葉さん 
 

工夫した所は、クレヨンで色を変えながら複雑

な巣のもようをかいた所です。口を大きく開けて

いるヒナのすがたや親鳥の力だけで一生けん命

育てているすがたを学校のげん関で実際に目に

して、「すごいな」と思い絵にかきました。 

始めて全国入選して、びっくりしたし、うれし

いです。  

 

群馬県 高崎市立箕輪小学校 4年 

柳澤 愛莉さん 

 

私のおじいちゃんから、お寺で見た美しい鳥の話
を聞いて、その様子を貼り絵で表しました。 
 1つ 1つの色を別々の紙から集めて重ね合わせる
ことで、立体的で深みのある美しい鳥になるように
工夫しました。 
 沢山の紙から多くの色紙を切り集める作業を妹
とおばあちゃんが手伝ってくれました。そうして仕
上がったこの作品には、家族みんなの愛鳥への思い
がつまっています。 

東京都 板橋区立高島第一中学校 3年 

佐々木 彩羽さん 
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岐阜県 岐阜市立華陽小学校 1年 

山岸 謙太さん 
石川県 県立工業高等学校 1年 

架谷 七海さん 

 

こんなきれいな野鳥がいるんだと知ってほしく

て、「ルリビタキ」をモチーフに選びました。 

野鳥の美しさを伝えられるように、細かい線をた

くさん重ねて描き、羽毛や羽根などの質感表現を

工夫しました。 

これからも作品の制作に励み、作品のクオリティ

をさらに上げていきたいと思います。 

  

 

三重県 伊賀市立青山小学校 4年 

酒井 涼太郎さん 
 

ぼくの家の庭で去年からキジバトがキンモクセ

イの木に巣を作り、卵を生みました。去年は卵が

動物に襲われたので、今年は木に動物よけの対策

をし、無事ヒナがかえりました。家族でその成長

を見守り、ヒナが元気に巣立った様子を見て、と

てもうれしく、安心しました。 

そんなキジバトの様子を描きたいと思い、受賞で

きてうれしいです。 
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大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年 

松原 凪沙さん 
 

 オオルリの美しい青色や鮮やかに表現するた

めに、植物は最低限に周囲の色の彩度を抑えて、

オオルリの羽根部分に光沢をだして存在感があ

るように工夫して描きました。 

 受賞作品一覧を見ていた際に、ほかの受賞され

た方々の鳥愛を感じる素晴らしい絵ばかりだっ

たので、自分も負けないようにより一層美しく、

そして自然の中にある瞬間を切り取ったような

鳥を描けるように頑張ります。 

 

 

兵庫県 県立明石高等学校 1年 

嶽本 和奏さん 
 

今回、この原画コンクールに出すのは 3回

目で、3 回描いた中で 1 番鳥のやわらかい雰

囲気がだせたのではないかなと思っていま

す。 

次はもっと鳥の細部のところまで丁寧に

描きたいです。ありがとうございました。  

 

滋賀県 大津市立皇子山中学校 2年 

秋山 依吹さん 
 

 

1 ヶ月前から丁寧に仕上げてきたので受賞

できて、とてもうれしく思います。 

鳥の表情を可愛らしく描けて満足してい

ます。 
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奈良県 橿原学院高等学校 2年 

熊谷 彩乃さん 

 

家の木にとまる鳥を見るのが好きです。 

色んな種類の鳥が来てほしいと思います。 

私は絵を描くのが好きなので、またかわい

い鳥の絵を描いてみたいです。 

  

 

鳥取県 県立白兎養護学校高等部 1年 

中川 妃奈さん 
 

 とても強そうな いぬわしの姿が気に入

り、作品づくりをしました。 

新聞紙や包装紙を六角形に切り、はり絵を

完成しました。羽の色に変化をつける所を工

夫しました。 

この度は、このようなすばらしい賞をいた

だきうれしいです。 

 

和歌山県 広川町立広小学校 6年 

岩﨑 寛大さん 
 

今回初めて入選して、入選と聞いた時は、

驚きとうれしさで胸がいっぱいになりまし

た。 

これからは、これを機会にもっと鳥や自然

に関わるようにしたいです。 

また、次は今回より上の賞をねらいたいで

す。 

 



令和 3 年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール 受賞者コメント 

 入  選  
 

 

 

  

山口県 光市立浅江中学校 3年 

山本 真奈美さん 
 

オオタカの親子を描きました。 

オオタカのこちらを見つめる視線には森林破

壊により絶滅の危機に瀕する中で生きている様

子と、雛を守り育てていくために生きている親と

しての力強さを込めました。 

この活動を通して鳥についての考えを深める

ことができました。 

広島県 県立神辺旭高等学校 1年 

岡田 瑞巴さん 
 

シマエナガとタンチョウとフクロウ。私が好きな
3羽の鳥はそれぞれ違う特徴を持っている。かわい
らしく、かっこよく、美しく。しかし、羽をひろげ
て飛ぶその姿はみな力強く、見入ってしまう。 
白銀の世界で強く生きているその姿を表現する

のは難しかったですが、羽毛の 1つ 1つ、線の 1本
1本の流れ、その躍動感を表せられるように頑張り
ました。入選をいただき嬉しいですが、もう少し時
間があれば工夫がもっとできたと思うので、効率よ
く描けるようになりたいです。 

徳島県 石井町立高浦中学校 2年 

口 舞さん 

 

つがいのフクロウの仲の良さを表現しようと

描きました。 

私は野生のフクロウを見たことがありません。

フクロウも減っているそうですが、これからもフ

クロウを見ることができるような環境を守って

いきたいです。 
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香川県 県立高松工芸高等学校 2年 

宮本 晏妃さん 
 

 

とても大きく鳥を描き、1 本 1 本の羽根の描

写が大変だったので良い評価をいただけて

嬉しかったです。 

  

 

高知県 土佐中学校 2年 

髙橋 和紗さん 
 

絶滅危惧種であり、高知県の県鳥でもある

ヤイロチョウを大切にしたいという思いで

描きました。 

今回、ヤイロチョウのかわいらしさとその

内にある自然界で生きていく上でのたくま

しさを表現しようと頑張ったので、入選でき

て嬉しかったです。 

  

 

福岡県 春日市立春日南中学校 3年 

匠 諒孜さん 

 

特定の島に生息する飛べない鳥、シロハラクイ

ナは、車にひかれ傷付いたり死んでしまったりす

ることが多いそうです。この事実と、シロハラク

イナの美しい姿を多くの方に知ってほしいとい

う思いから、この作品を描きました。これから、

シロハラクイナたちが安全に暮らせる環境が整

っていくことを願っています。 
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佐賀県 佐賀大学教育学部附属小学校 3年 

諸岡 明莉さん 
 

 

すずめと私がいっしょに空へとべたらい

いな。と思いながらこの作品を作りました。 

今後は、もっとイメージをふくらませて、

それを作品に表げんしたいです。 

  

 

熊本県 県立八代中学校 2年 

久野 和香さん 
 

「野生のウズラは絶滅の危機に直面して

いる」という事を知ったので、草むらの蔭で

ひっそり暮らすウズラの親子を描きました。 

 ウズラの生息地に生えている草花なども

調べています。親ウズラの羽の模様が複雑で

大変でした。 

 

 

長崎県 大村市立桜が原中学校 2年 

大田 ちひろさん 
 

 

 これをきっかけに野鳥のことを少しでも

知ることができました。 

 これからも精進していきたいです。 
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大分県 別府市立石垣小学校 6年 

柳井 克貴さん 

 

 

 自分の中で思いえがいた鳥の色使いをそ

のまま表現したいと思いました。 

鹿児島県 鹿児島市立南中学校 2年 

山 音羽さん 
 

画面の上に文字、下にすずめを配置して、近く

のすずめは大きく、奥にいるすずめは小さく描き

ました。難しかったところは水面の色です。色の

組み合わせを考えながら配色しました。4色使っ

て、水面の動きが伝わるよう頑張りました。 

この機会にすずめを調べて、今まで知らなかっ

た体の模様などを知ることができました。受賞で

きて嬉しいです。 

  

 


